
 
立憲民主党副代表 近藤昭一 衆議院議員は、まっとうな政治を取り戻すため頑張っています。自民党総裁選挙と沖

縄県知事選挙を前にして、問われている課題と立憲民主党の考え方について語ってもらいました。 

ぶわけですから、意見と要望を申し上げます。日本は、あの戦争への反省から日本国憲法を制定し、

国民主権、基本的人権、平和主義を遵守する国づくりをしてきました。しかし、沖縄の基地問題に

限らず、ことごとくそれらを軽んじているのが現政権です。憲法は国民が守るものではなく、国会

議員や公務員が勝手なことをしないように守らせるものです。ところが、自民党憲法草案は、国民

が守るべきものとしています。国民から政治が遠いものになっていますが、主役である国民の声に

耳を傾けていないからです。どうぞ、総裁選挙に当たっては、活発な議論の元、異なる意見にも耳

を傾ける真の民主主義政治実現のために活動していただきたいと思います。政治は私たちの生活そ

のものです。どんな国づくりをするかは国民の意志です。脱原発、格差是正、環境重視等を大切に

した国づくりのためには、その声を代弁する国会議員を議会に送りだしていかなければなりません。

野党がバラバラだとお叱りもいただきます。立憲民主党は数あわせではなく、安倍政権に対峙する

「国民が主役の政治」を進める真の政治再生を実現したいと思っています。 

9月30日には、沖縄県知事選挙が行われます。故翁長雄志知事には何度かお目にかかり、葬儀にも

参列しました。その遺志を継ぐ玉城デニー候補必勝のために頑張ります。政治はみんなのものです。  
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1958年、名古屋出身。笈瀬中学、千種高校、上智大学卒。中

日新聞社を経て、1996年衆議院議員初当選。以後8期連続当

選。衆議院外務委員会筆頭理事、総務委員長、環境副大臣等

を歴任。現在、立憲民主党副代表、立憲フォーラム代表、原

発ゼロの会共同代表、沖縄等米軍基地問題議員懇談会会長、

北方領土返還要求愛知実行委員会代表等。 

安倍政権に対峙し、「みんなが主役の政治」を実現しよう！ 

本紙 第3金曜発行 通常号 1部200円 年間購読料 2000円

拝啓 いつも会報を読んでいただきありがとうご

ざいます。甚大な被害をもたらしている台風21号、

そして北海道での地震、また、この夏は大変な猛暑

で、名古屋でも観測史上最高の40.3度(8月3日)を記

録しました。改めて災害で亡くなられた方に哀悼の

意を表し、被災された皆さんにお見舞い申し上げま

す。立憲民主党も党対策本部を設置し対応に取り組

んでいます。 

さて、今月は自民党総裁選挙が行われます。政権

与党のトップを選ぶ選挙です。他党のことを申し上

げるべきではありませんが、総理になられる人を選

ぶわけですから、要望だけ申し上げます。

http://www.kon-chan.org/


9 月 1 日～5 日、国際的に懸案となっているロヒンギ

ャ難民問題に関し、バングラデシュのコックスバザール

南部にあるキャンプと、ミャンマー側のラカイン州マウ

ンドー地区に直接入り、現状視察をしました。 バング

ラデシュとの国境に位置するミャンマー・ラカイン州に

居住するイスラム教徒ロヒンギャ族の人々は、1970年代

以降、何度となく仏教徒であるラカイン族との対立や衝

突に巻き込まれ、バングラデシュ側に避難してきまし

た。しかし、今回は昨年 8 月 25 日に発生した襲撃事件

と、その後の 
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ロヒンギャ難民問題で、国際機関関係者らと意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と、その後のミャンマー国軍による執拗な攻撃によって、かつてない 70 万を超える規模となっています。キ

ャンプの生活環境は劣悪を極め、食糧や飲み水も不足し、難民の半数が子どもたちであるにもかかわらず、教

育環境も十分ではありません。難民生活の長期化が余儀なくされる中で、多くの国際機関や NGOが支援を行っ

ていますが、日本を含む諸外国からのさらなる支援の継続・拡大が必要とされています。  

今回は、我が党の石橋通宏参院議員、無所属の中川正春衆院議員と共に、当事者であるロヒンギャ難民や住

民の皆さんの声はもちろん、バングラデシュとミャンマー各々の政府関係者、両国の日本大使館関係者、さら

に現地で活動する国際諸機関の関係者やロヒンギャ政党の幹部、仏教徒の方々などからも話を伺いました。複

雑な歴史や、関係諸国の政治的思惑が問題解決を一層難しくしている現実も見せつけられました。しかし、大

切なのは人命であり、人道的観点です。ロヒンギャの皆さんは、自分たちが生まれ育った土地で、市民として

当たり前の権利を保障され、安心して平和に暮らしていきたいだけなのだと強く訴えられました。日本の果た

すべき役割、果たせる役割は大きいと考えます。 今回お目にかかった国際機関関係者は、UNHCR(国連高等難

民弁務官事務所)、UNDP(国連開発計画) 、ICRC(国際赤十字委員会) 、WHO(世界保健機関)、WFP(国連世界食料

計画)、IOM(国際移住機関)、UNFPA(国連人口基金) などの 15 名ほどの方でしたが、そのうち 9 名が女性でし

た。中には、地元の八事日赤からの派遣で支援活動に携わっている方もおられました。私も若い頃、国際機関

で働きたいと思ったこともありますが、皆さんの活動に感動しています。 この問題の最終解決の鍵はミャン

マー政府側にあります。今後、視察の結果を踏まえて河野太郎外務大臣とも意見交換する予定ですが、パイプ

役としての日本政府の役割は大きいです。私たちも野党の立場からしっかりと取り組んでいきます。現地では、

子どもたちの笑顔に触れました。彼ら彼女らの未来を守らなければと考えます。 

原発ゼロの会世話人会 放射線防護施設と土砂災害警戒区域 

7 月 19 日の第 188 回原発ゼロの会世話人会 ゼロの会はそもそも、原子力発電に反対していますが、現政

権が原発再稼働に前のめりになる中、避難計画さえできない原発再稼働は大問題だと指摘してきました。しか

し、安倍政権は耳を傾けません。6 月 28 日から 7 月 8 日にかけて西日本を中心に全国的に広い範囲で大きな

被害をもたらした西日本豪雨ですが、原発事故発生時の屋内避難先として原発から約 30 キロ圏内で整備が進

められている放射線防護施設の相当数が、土砂災害警戒区域にあることがわかり、世話人会では、内閣府政策

統括官(原子力防災担当)にその事に関して説明を求め、避難することさえ困難な原発を再稼働させるべきでは

ないことと、一刻も早く廃止を進めるべきと改めて訴えました。さらに、19 日の震災復興特別委員会で、ゼ

ロの会山崎誠衆院議員(立憲民主党)が、関連質問も行った上、翌 20 日には内閣府で、中川雅治原子力防災担

当大臣への申し入れ文を担当審議官に手渡しました。主な内容は｢原子力災害と避難｣に関して、①西日本豪雨

で放射線防護施設が孤立したケース、避難路や放射線モニタリングポスト等の被災したケースの情報公開をき

ちんとすべき②土砂災害の危険性が大きいところにしか放射線防護施設が出来ないならば、再稼働すべきでは

ない等でした。 
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命と財産を守る消防職員だからこそ安心して働ける環境を 

  

は団結権を初めとする労働基本権は認められていませんが、主要国で認められていないのは日本だけであり、

ILO(国際労働機関)は日本政府に勧告も出しています。山火事の多いオーストラリアなどでは、組合があるこ

とによって、消防職員の士気も高まりプラスだという指摘がされています。30年以内の南海トラフ地震発生

の確率は高いと予測される中、防災に関連する問題にもしっかりと取り組んでいきます。 

留学のすすめ  

 
 

かねません。それぞれ違いがあるだというところから始めることによって、もっと相互理解を進めることがで

きると思いますし、媒体を通して知る外国ではなく、自らの目で見ることによって知る外国やその国の人とい

うのは全く違うことが往々にあると思います。国の制度で、海外へ留学することを支援する文科省「トビタテ！

留学 japan」の制度などもあります。是非チャレンジしていただきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 25日、全国消防職員協会第 42回定期総会に出席しました。自然災害が

大型化し発生頻度も高まる中、消防職員の皆さんの役割は重要度を更に増すと

ともに、危険度も大きくなっています。消防行政は地方行政ですが、装備の充

実や広域災害に対する枠組み作りなど国が担うべきことは多いです。先般の西

日本豪雨では消防庁長官から、要請より強い｢指示｣が出され緊急消防援助隊

(都道府県単位で組織)が出動しています。消防行政を管轄するのは総務省で、

私も総務委員会で関連する質問を行ってきました。なお、消防職員の皆さんに

は 

立 憲 カ フ ェ y o u t h ( ユ ー ス ) 

 

後半はディベートで、「被選挙権を 18 歳に引き下げる

か？現状維持か？」に分かれての討論は盛り上がり、若

い皆さんの政治への関心の高さを明確に感じました。立

憲民主党結党に当たり、枝野幸男代表が訴えたように

「皆さんは政治に関心がないのではない。政治の方が皆

さんから距離をおいているのだ」と改めて思いました。

若い皆さんに色々と私の思いも話しました。是非、第２

回を開き、多くの皆さんに参加していただきたいです。 

 

映画上映 コスタリカの奇跡 

8月 24日、私が実行委員長を務める上映委員

会では今年も平和をテーマに、映画「コスタリ

カの奇跡～積極的平和国家のつくり方～」の上

映会を行いました。多くの方にご来場いただき

ました。感謝申し上げます。コスタリカは 1948

年に軍隊を廃止し、軍事予算を教育や医療の無

償化に充てることを選択しました。その後、何

度か国内の一部からの再軍備圧力の危機に瀕し

ますが、その都度、指導者とそれを支える国民

の総意が、大切なのは法治であり、民主主義は

平和主義を求めていると跳ね返します。また、

隣接する国からの脅威に対しても、武器を持た

ないことで平和を守るコスタリカの安全を、国

連を中心とする国際社会が保障します。非軍事

化の道は決して奇跡ではなく、国民の選択だっ

たことがよくわかる映画でした。 

 

 

8 月 17 日夕、中国大使館教育部が行った留学生壮行会に出席しました。100

名以上の奨学生が今年も中国各地の大学に赴きます。大きな成果を得ることを

期待します。 

私自身、1981年 9月から 1983年 2月まで約一年半、北京に留学しました。 

海外で生活し異なる文化や体制を体験することは貴重であり、世界の平和と発

展に大きな力を発揮するはずです。特に中国はじめアジア諸国との交流は重要

です。中国の人とは外見が似ており、ともに漢字を使う文化ですが、発想は違

うところが多いです。日本的にあうんの呼吸を求めれば、誤解に繋がりかねま

せ 

8月 25日、立憲カ

フェ YOUTH（ユース）

を開催しました。立

憲カフェの高校生、

大学生版です。国会

議員の仕事や役割、

政治とは何かにつ

いて話しました。 

せん。それぞれ違いがあるんだというところから始めることによって、もっと相互理解を進めることができる

と思いますし、媒体を通して知る外国ではなく、自らの体験で知る外国やその国の人というのは全く違うこと

が往々にあると思います。国が留学することを支援する文科省「トビタテ！留学 japan」の制度などもありま

す。是非チャレンジしていただきたいです。 



 

8月24日、「コスタリカの奇跡」上映会

で実行委員長として挨拶。 

 

8月25日、学生を対象とした学習会 

立憲カフェyouthを開催。  

 

7月7、8日に、昭和、天白、緑各区で 

草の根国政報告会を開催。 

 

 

8月19日、立憲アカデミープラスの受講

生とともに街頭活動。 

7月2日、第11回国際絞り会議INJAPAN 

名古屋レセプションにて。 

 

8月18日、「2018年あいち・平和のため

の戦争展」ギャラリー矢田にて。 
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♦地元での活動報告 

♦立憲民主党愛知県連では来春の統一自治体選挙に向けて公認候補を決定しました！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治は民主主義の学校と言われています。立憲民 

主党の理念と政策を広め、自民党の一強政治を打破する 

ためにも、今回の統一自治体選は大事な選挙となります。 

9月７日現在、３区総支部では5名の現職、新人の立憲民 

主党公認が決定しています。 

 

 

 

 

 

 

 衆議院議員 近藤昭一事務所  

名古屋市天白区植田西3-1207 

TEL: 052-808-1181 FAX: 052-800-2371 

Email: konchan@kon-chan.jp 
法律相談受付中！詳細は近藤昭一事務所まで！ 

 

 こ ん ち ゃ ん サ ポ ー タ ー  

 倶 楽 部 会 員 大 募 集 中 ！  
こんちゃんサポーターへのご参加をよろしくお願い

します。年会費3,000円で会報や近藤昭一事務所が主

催するイベント等のご案内をお届けします。お問い合

わせ・申し込みは近藤事務所までご連絡ください。 

    

谷口ともみ 

県会 現職 昭和区 

おくむら文悟 

市会 新人 昭和区 

田中りか 

市会 現職 天白区 

岡本やすひろ 
市会 現職 緑区 

松本まもる 

県会 新人 緑区 

 第11回立憲カフェ開催！！ 

 9月22日(土)18:30からは「立憲居酒屋」と称して、

栄にある「泡盛王国」で食事をしながらの自由討論を

予定しております。詳しい内容は近藤事務所までお問

い合わせください。 

 

 




